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様式第３号(第９条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附属機関等の名称 みよし市民病院運営協議会 

開 催 日 時 
平成３０年１１月７日（水） 

午後１時３０分から午後２時４０分まで 

開 催 場 所 みよし市民病院１階会議室 

出 席 者 

（会長）阿部 憲明、（副会長）翠 健一郎 

（委員）鈴木 謹次、山本 さつき、清水 純子、星野 孝子 

【欠席】中島 守夫、倉本 繁八、久野 知英 

（事務局） 

成瀬事業管理者、伊藤院長、尾崎総看護師長、酒井事務局長、 

久野管理課長、杉山副主幹 

（傍聴者）なし 

次回開催予定日  未定 

問 合 せ 先 

みよし市民病院 管理課 担当者名 杉山 

電話番号 ０５６１－３３－３３００ 

ファックス番号 ０５６１－３３－３３０８ 

メールアドレス hospital@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下 欄 に 

掲載するもの 

・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由  － 

酒井事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今から、みよし市民病院運営協議会を開催します。 

 まず、委嘱状の交付をさせていただきます。みよし市民病院運営協議会規程第４条の

規定により、委員の任期は来年度までとなりますので、よろしくお願いします。本年度

は任期の初年度にあたりますので、全員の方に委嘱状を交付させていただきます。事前

に席にお配りさせていただいておりまして、これにより交付とさせていただきますので

よろしくお願いします。  

運営協議会規程第５条で、この会に会長・副会長を置くことと定められていますので、

会長・副会長の選出をお願いします。例年、会長には議会代表、副会長には医師代表の

委員にお願いをしておりますので、会長には阿部委員、副会長には翠委員にお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

【全員了承】 
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酒井事務局長 それでは会議の次第に沿って進めたいと思います。はじめに、阿部会長にごあいさつ

をいただき、その後、皆さんに自己紹介をお願いしたいと思います。 

阿部会長 みなさん、こんにちは。本協議会の会長に皆様からご承認頂きましたみよし市市議会

議員の阿部憲明と申します。どうぞよろしくお願い致します。私も初めてのことで、こ

の協議会を熟知していないこともありますが、皆様のご協力を頂き円滑にこの協議会が

進むようしっかり行っていきますので、ご協力をお願い致します。 

酒井事務局長 ありがとうございます。それでは、翠副会長から順に簡単に自己紹介をお願い致しま

す。 

 （委員及び職員自己紹介） 

酒井事務局長 それでは協議及び報告事項に入ります。議事進行を阿部会長にお願いします。 

阿部会長 それでは、次第に基づき会を進めます。 

議事に先立ち、運営協議会規程第７条により書記を管理課 杉山副主幹にお願いしま

す。協議及び報告事項の（1）みよし市民病院の経営状況について、事務局より説明を

お願いします。 

久野課長 みよし市民病院の経営状況につきまして、まず、平成 29年度の決算の状況について、

説明させていただきます。「みよし市病院事業経営状況 29年度決算」をご覧ください。 

平成 29年度の主な事業としては、眼内手術装置や内視鏡システムの更新を行いました。 

また、医師や看護師等が人材を確保するために院内保育所を建設しました。 

今後、築移転後１７年が経過し、医療機器や施設設備も更新、改修の必要性が生じて

います。 

資料の「 (1) 患者数の状況」につきまして、入院患者数は 29年度が 3万 8,427人で

あり、28年度と比較し、1,293人増加しました。外来患者数は 29年度 8万 9,184人で

あり、28年度と比較し、1,241人減少しました。この結果、総計は 12万 7,611人とな

り、28年度と比較し 52人増加しました。 

次に、「(2)の診療収益の状況」につきまして、入院収益が 10億 4,938万 6千円であ

り、28年度より、2,944万 9千円増加し、外来収益は 9億 4,060万 8千円で、28年度よ

り 2,689万 7千円減少しました。この結果、診療収益全体では 19億 8,999万 4千円と

なり、28年度と比較して、255万 2千円増加し、比率にして 0.1％の増加でした。 

「（3）の損益収支の状況」につきまして、収益計は 27億 476万 7千円となり、28年

度と比較し 5021万 4千円の減少となり、比率にして 1.8％減少しました。費用の合計は

28億 7,049万 1千円で、28年度と比較し 7,412万円減少し、比率にして 2.5％減少しま

した。差引きによる収支はマイナス 1億 6572万 4千円で、前年度と比較して 2,390万 6

千円、収支差額が小さくなりました。 

収益では、外来患者数の減少もあり、収益全体が減少しました。費用では、外来患者

数の減少に連動して薬品費が減少しました。 
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次に、「(4)の 資本的収支の状況」についてご説明いたします。資本的収支について

は、工事費及び 10万円以上の医療機器が対象であり、平成 29年度の建設改良費の決算

額が多いのは、院内保育所の建設工事に約 1億 3,700万円を支出したためです。また白

内障手術装置や内視鏡システム等を購入し、この支出に充てるための企業債を 4,000万

円借り入れしました。 

「(5)の病床利用率」は、29度は、全体で 86.3％であり、前年度と比較し 2.9パーセ

ント上昇しています。 

以上が２９年度決算の状況です。資料の裏面をご覧ください。 

次に、30年度上半期の経営状況について、説明させていただきます。 

平成 30年 4月から 9月までの 6ヶ月間の実績です。まず、「（1）の患者数の状況」に

つきまして、入院患者数は 1万 8,296人で、前年度同時期と比較し 316人減少し、外来

患者数は 4万 3,680人で、前年度と比較し 560人減少しています。総計は 6万 1,976人

で、前年度と比較し 876人減少し、比率にして 1.4％の減少です。 

「（2）の診療収益の状況」につきまして、入院の収益が 4億 6,892万 4千円で、前年

度と比較し 4,029万 3千円減少し、外来の収益は 4億 5,585万 5千円で、前年度と比較

し 1,024万 3千円減少した結果、総計は 9億 2,477万 9千円となり、前年度と比較し 

5,053万 6千円減少しました。比率にして 5.2％の減少です。 

次に、「（3）の損益収支の状況」につきまして、収益計で 12億 6,088万 7千円となり、

前年度と比較し、3,647万円減少し、比率にして 2.8％減少しました。費用計は12億 8,760

万 3千円で前年度と比較し 2,490万 4千円減少し、比率にして 1.9％減少しました。差

引きによる収支は、マイナス 2,671万 6千円で前年度と比較し 1,156万 6千円収支差額

が大きくなっています。 

入院収益、外来収益の減少の主な要因は、入院患者数と外来患者数の減少のほか、平

成３０年度から診療報酬が改正され、診療単価が下がったことが主な要因です。 

費用の減少の主な要因については、患者数の減少に伴う薬品費、診療材料費の減少や

薬の院外処方が増加したことによるものです。 

次に「(4)の資本的収支の状況」につきまして、収入における他会計負担金は、市の

一般会計からの負担金です。29年度上半期の支出において、建設改良費で主な事業は、

院内保育所建設工事費の一部です。30年度の器械備品購入費では超音波画像診断装置の

購入費です。企業債償還金は、企業債の償還元金です。 

「（5）の病床利用率の状況」につきまして、平成 30年度は、一般病棟が 80.5％、 

療養病棟が 83.8％となり、合計 81.9％となっています。前年度と比較すると 1.5％減少

しています。 

以上が上半期の経営状況です。 

 

阿部会長 ただいま説明がありましたが、ご意見、ご質問のある方はみえますか。 
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鈴木委員 建物の耐用年数はコンクリートで 47年ですが、医療機器の耐用年数はどれくらいで

すか。 

酒井事務局長 医療機器によりますが、４年から１０年くらいが多いです。減価償却については仮に

６年であってもそれ以上に使用をします。 

鈴木委員 減価償却費が短年度で終わってしまうので、減価償却費の費用はかなり高くなります

か。 

酒井事務局長 病院はかなり高くなりがちな業種だと思います。 

鈴木委員 医療機器は長く使えば使うほど、将来的に減価償却費の費用が減ってくるということ

ですか。 

酒井事務局長 そうです。ただ、新たに医療機器を購入したり、情報システムの更新が必要となって

きますので、絶えず起こる業態ではあると思います。 

鈴木委員 大変な費用がかかるということですね。 

酒井事務局長 はい。それに建物も老朽化してくると、入院患者がみえる中で病院を改修する困難さ

はあると思います。 

阿部会長 他にご意見はありますか。無いようですので、それでは、次の（2）みよし市民病院

改革プランの点検・評価の報告について、事務局より説明をお願いします。 

久野課長 平成２９年度の「みよし市民病院改革プラン実施状況の点検・評価について」説明を

させていただきます。 

平成 27年 3月に総務省が新たに「新公立病院改革ガイドライン」を示しました。少

子高齢化が急速に進展する中で医療需要が大きく変化することが見込まれ、地域ごとに

適切な医療提供体制を再構築する取り組みが必要となってきました。 

厳しい経営状況の中、市民病院として果たすべき役割を明確にし、経営の方向性を示

すとともに、市民病院の「理念と基本方針」を遵守し、医療の質の向上と患者サービス

の向上を目指して、平成 29年 3月に平成 32年度までの目標値を定めた「みよし市民病

院改革プラン」を策定しました。 

「みよし市民病院改革プラン」の２０ページをご覧ください。 

平成２８年度から３２年度までの「経営指標に係る数値目標の設定」を掲載していま

す。「収支の改善に係るもの」、「経費削減に係るのもの」、「収入確保に係るもの」など

の目標指標を挙げています。２３・２４ページには収支計画の目標指標を挙げています。 

また、具体的な取組みとして２５ページから３１ページまでに７項目にわたり記載し

てあります。３２ページは市民病院の今後のあり方として、再編・ネットワーク化と経

営形態の見直しについての考え方を載せています。 

平成２９年度は改革プランの取組み２年目にあたります。 

平成２９年度の点検・評価の結果が別冊の「みよし市民病院改革プランの点検・評価

報告書」になります。この１ページをお開きください。２９年度の決算状況について点



- 5 - 

 

検を行った内容です。収支の状況は先ほど２９年度決算で説明させていただきましたの

で割愛させていただきます。 

次に、２ページをご覧ください。改革プランに示す各経営指標の平成２９年度目標数

値と平成２９年度決算の実績値の比較です。 

経営指標等につきまして、計画未達成の項目がいくつかありますが、主なものとして

「（１）③職員給与費対医業収支比率」ですが、計画 58.4％、実績 62.9％ 差 4.5％で

す。数値が低い方が良く、計画未達成の理由は、医業収益が見込みより下がったことが

理由です。 

また、「（２）⑥外来平均単価」は、計画より実績が 1,053円少ないですが、これは薬

品費が下がったことに伴い、投薬費が減少したためです。 

収支計画の純損益については、計画を達成しています。 

続いて３ページと４ページが収益と費用の明細で、５ページが患者数の状況となりま

す。 

平成２９年度の市民病院の主な事業としては、眼内手術装置や内視鏡システムの更新

をすることで、診療業務、検査業務の向上に努めました。 

また、医師や看護師等が人材を確保するため、院内保育所を建設しました。現在の院内

保育所の利用人数は７人です。今後も、医療職の就労の継続及び新規雇用につなげるよ

う努力していきます。 

ソフト面でも医療の質の向上、医療安全対策の徹底、患者サービスの向上を目指すた

め、平成 29年 10月に公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価を受審し、

認定更新をしました。 

また、院内に設置された地域包括支援センターや訪問看護ステーションと連携をした

り、市の福祉部局と定期的な会議を開催したりする等して、地域医療の拠点病院として

の役割を果たしつつ、今後も地域包括ケアシステムの構築を見据え医療・介護・福祉の

連携の推進に努めます。 

以上が点検・評価の内容であります。 

 

阿部会長 ただいま説明がありましたことにつきまして、ご意見、ご質問のある方はお願いしま

す。 

山本委員 小児科の入院患者が無い理由は何ですか。 

成瀬事業管理者 小児科は医師が１人しかおらず、入院患者の夜間の対応ができないためです。入院が

必要な子どもは豊田厚生病院かトヨタ記念病院で受けて頂いています。 

阿部会長 他にご意見はございませんか。無ければ、他になければ、議題の「協議及び報告事項」

を終了します。 

「その他」について、事務局から何かありますか。 
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成瀬事業管理者 せっかくの機会ですので、少しだけ時間をお借りして、別に用意した資料で当院と医

療の動向についてお話をさせていただきたいと思います。 

≪別添資料により説明≫ 

 

阿部会長 ただ今の話でご意見やご質問ある方はありますか。 

翠副会長 11月から在宅療養支援の連携型を始めました。今までは在宅医療を一人で行ってお

り、後ろ盾もなく入院も困っていましたが、今は伊藤院長にも協力して頂き、このシス

テムができたことで、積極的に在宅医療ができるようになりました。困った時に市民病

院が助けてくれることがわかれば、医師会の開業医も在宅を増やすことができるし、今

まで地域医療センターに依存していた入院部門をみよし市民病院が受けてくれれば、市

民病院の入院数も増やすことができます。そういう面でいい連携ができるので、今後、

我々開業医と市民病院とで頑張っていきたいと思います。 

あと、認知症に関しても重要な課題であり、医師会や市民病院、市役所とも協力して、

認知症初期集中支援チームや認知症カフェを行っています。まだまだ市民の理解は少な

くて、民生委員の方も困っている方が見えたら、そういうところに相談してもらえると、

他職種で連携して話し合うことができます。あまりそういう場をハードルが高いと思わ

ずに相談してもらえると良いと思います。 

今後、認知症の方が受診したり、入院したりすることが増えるので、病院での認知症

の看護が大事になってきます。それができれば良くなっていくと思います。 

阿部会長 在宅医療を提供することは、診療所や病院からすると非常に負担が大きいですよね。 

成瀬事業管理者 今までは、前の柴田時宗事業管理者と私くらいで細々とやってきたが、頑張っても２

０人くらいです。１軒ずつ訪問して、話も聞いてくるので効率も非常に悪い医療です。

９０歳くらいになると病院や診療所に通うのも大変になってくるので、そこからスター

トすると思います。 

認知症については、先週２００人くらいの職員が集まって、国立長寿医療研究センタ

ーの副院長による認知症対応力向上研修を行いました。外来もオレンジリストを作り、

その方々が安心して受診できるようにしていきます。ぜひ市役所を通して翠先生にも声

をかけて頂き、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

阿部会長 先程の２０人というのは１人の医師が行える人数ですか。 

成瀬事業管理者 そうですね。昨日は１０軒を往診して、２時間程度かかります。それからカルテに記

入したり、処方したりすると３時間くらいかかります。多いときで１０人から１５人く

らいです。２０人くらいが限度です。 

阿部会長 １人に対して１月１回くらいですか。 

成瀬事業管理者 今年度から月２回行ける体制を作っています。病状の悪い方は緊急往診として別途訪
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問します。定期的な外来通院に替わるものとしては月１回、病状の悪い人は２回程度と

なります。 

阿部会長 地域診療の医師をできるだけお願いしたいですが、かなり厳しいですか。 

成瀬事業管理者 現在は翠先生だけで、他に参加頂ける医師も毎年増えていかないと、目標はなかなか

達成できません。独り暮らしで誰も看病できないという方を引き取るような病院機能を

可能な範囲で在宅と併せて増やしていき、最終的には地域ケア病床を３０床くらいには

していきたいです。認知症については看護師の負担が増えるので、看護師が走り回らな

くてもすむようにＩＴ機器等を使い、瞬時に判断できるようにして、負担を減らしなが

ら対応能力を向上させたいです。 

阿部会長 医療と介護の兼ね合いですね。 

成瀬事業管理者 もっと大きな問題は介護士が不足しており、スタッフがいないために近隣の高齢者施

設等も利用率が８割を切っている状況です。 

清水委員 民生委員として認知症の方に関わっています。本人が認知症を自覚していないのは当

然として、家族が認知症を認めない方もいます。その場合の対応に一番困っており、認

知症の方が昼間一人になり近所の方に迷惑をかけたりしています。家族は地域包括支援

センターに相談はされているようですが、家族に対する助言や病院との関わり方などを

教えていただきたいです。 

翠副会長 そういう時こそ、家族の理解が大切なので、認知症初期集中支援チームの方に関わっ

てもらい、家族にしっかり話してもらうと良いです。ただ欠点として、認知症初期集中

支援チームは家族の同意ないと関われないので、それを変えていかないといけない。ま

ず困った例を挙げてもらった方が良いです。民生委員も地域の人に直接言うと関係が悪

くなってしまいますよね。民生委員としては橋渡しをするのが良いと思います。 

成瀬事業管理者 家族が認知症であることを認めなくても、うまく医療につなげて、状況によっては例

えば翠先生につなげたとして、翠先生から家族に医学的に言うとこういう状況ですと伝

えてもらうと良い。それでも難しい状況もありますが、認知症初期集中支援チームがや

ることも主治医や専門医につなぐことによって、医学的観点から認知症に関する知識と

接し方を理解していただき、見守っていただく形が良いと思います。市役所がもっとし

っかり動くべきだと思います。 

阿部会長 他に意見はございませんか。無いようでしたら、以上を持ちまして、みよし市民病院

運営協議会を終了します。どうもありがとうございました。 

 


